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「地域と農・食の明日を
語る同志」
大江正章さんを悼む。

（写真）高橋撮影：2011年４月福島県三春町



＜専門／農業経済学・地域経済論・協同組合論＞
1961年2月 東京都北多摩郡国分寺町（現・国分寺市）生まれ。
1986年 日本大学大学院博士前期課程修了後、埼玉県狭山市農協（現・いるま野農協）。
1987～2004年 この間、(社)中央酪農会議、(社)農協共済総合研究所（研究員～主任研究員）､駿河台大学

経済学部非常勤講師（兼任）。学卒後通算19年間にわたりＪＡ（農協）系統組織で働く。
2005年より 日本大学生物資源科学部助教授、2012年より現職。
2017～2019年 日本大学生物資源科学部国際地域研究所長。

2018年7～10月 日本大学 短期Ａ海外派遣研究員／赴任地：スペイン・バルセロナ大学経済学部

このほか、日本有機農業学会理事（元編集委員長）、日本協同組合学会常任理事（元編集委員長）、協同総研理
事、神奈川県協同組合連絡協議会アドバイザー、(一社)日本共済協会・共済理論研究会委員、同『共済と保険』編
集委員、共済研究会代表委員、などをつとめる。

報告者は、これまで、日本有機農業学会で大江氏とともに理事をつとめる
とともに、以下３冊（赤色表示・下線）の著書を大江氏と協働で出版してきた。

著書（単著） 高橋巌（2002）『高齢者と地域農業』（家の光協会）
編著書 高橋巌編著（2017）『地域を支える農協－協同のセーフティネットを創る』（コモンズ／日本協同組合
学会賞学術賞（共同研究）受賞）

共著書 澤登早苗・小松﨑将一編著（2019）／日本有機農業学会監修『有機農業大全』（コモンズ）
池澤夏樹・坂本龍一ほか（2011）『脱原発社会を創る30人の提言』（コモンズ）
田畑保・農協共済総合研究所編（2005）『農に還るひとたち－定年帰農者とその支援組織－』（農林統計協会）、
ほか多数。

☆ 報告者=高橋巌 自己紹介 ☆

☆詳しくは、以下の公式web等をご覧ください。
研究等履歴 https://kenkyu-web.cin.nihon-u.ac.jp/Profiles/69/0006803/profile.html

教員紹介 http://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~fbs/people/teacher09.html

学科公式ＨＰ http://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~fbs/index.html
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最初におことわり

本日の報告は、

①時間の制約があること、
②あくまでも、報告者・高橋の限られた大江氏とのおつきあい
の経験と、知見によるものである。また、大江氏のライフコー
スの全体を通して辿ることもできないし、当然、誤りや事実誤
認も多々含まれるものと思われる。よって、
③標題の示す課題－業績解題－は、今後、大江氏とより関係
の深かったみなさんと協同し、内容を補正するとともに、誤り
を訂正するなどによって完成させるべきものであると考えてお
り、本報告はその作業のための「限られた序論（試論）」に過
ぎない。

以上をご了解ください。
※以下、全ての敬称を略す。
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Ⅰ．大江のプロフィール

大江 正章

ジャーナリスト、編集者。
コモンズ代表、アジア太平洋資料セン
ター（PARC）共同代表、日本有機農業学
会理事、全国有機農業推進協議会理事、
農林水産政策研究所客員研究員。

1957年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。

中山間地域から都市部までの広い範囲で、地域づくりや農業の現状、農に親しむ市民、本来の
公共のあり方などについて、取材・考察・執筆している。

経済成長優先社会を問い、暮らしを見直すメッセージと新たな価値観・思想をわかりやすく伝え
ることをモットーとする。

主著に、大江正章（2001）『農業という仕事―食と環境を守る』（岩波ジュニア新書）、同（2008）
『地域の力―食・農・まちづくり』（岩波新書）、同（2015）『地域に希望あり―まち・人・仕事を創
る』（岩波新書、農業ジャーナリスト賞受賞）、同（2020）『有機農業のチカラ― コロナ時代を
生きる知恵』（コモンズ）、澤登早苗・小松﨑将一編著／日本有機農業学会監修『有機農業
大全－持続可能な農の技術と思想』（共著、コモンズ、2020年）ほか。
（資料）http://www.commonsonline.co.jp/new_books/2020/09/04/yukinogyopower/ （2021.06.03閲覧確認）に、
『有機農業のチカラ』記載の履歴等を加筆。写真は、本集会パンフから転載。

http://www.commonsonline.co.jp/new_books/2020/09/04/yukinogyopower/
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Ⅱ．大江の業績要約

１．ジャーナリスト・編集者・出版人として、全国各地における農と食
・地域づくり・環境保護・自治的な諸活動等の取組みを、分かりやす
く・読みやすい表現のレポートや、自ら企画する書籍で、現場の奮闘
や社会的有用性を、広く、ポジティブに紹介することによって、その
活動に光を当てた。

２．①自らも「高松田んぼ」等農業現場での実践活動に関わりながら、
②取り組む人々とのネットワークを、幅広く構築し情報発信するとと
もに、各地の人々同士をつなぐ橋渡し役（HUB）となった。その上で、
非営利協同による組織（協同組合、NPO、社会的企業等）とつながり
を重視した。

３．上記の活動に加え、①様々な組織活動を通じて、時に国政を含む政
策担当・地域行政など多くの人々に影響を与えるとともに、
②有機農業や地域づくりなどの諸活動に携わる「後継者」を、直接・
間接に育成支援した。

４．その視座と活動は、国内に留まらず、PARCの活動を通じて広く世
界に開かれていた。特に、韓国・東チモール・フィリピンの人々との
連帯とその報告は、多くの人々に多くの知見と感銘を与えた。
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Ⅲ．大江の問題意識－１（学生時代の経験）

１．大江の世代（1957年生）：「ポスト全共闘」後期世代。
→成長期に、公害の拡大と自然破壊が進む高度経済成長の歪みを体験。

２．早大の中での「権威主義的党派政治」との対峙：ノンセ
クトによる大衆的運動の構築。
→報告者が、反原発や有機農業に取り組むきっかけとなったのが、大江らの
活動の系譜にある「早大環境問題研究会」（８号館地下部室）等への出入り
だった。

３．その中で、学生自治運動（学費値上反対闘争）と、環境
問題（全国自然保護連合）、反差別運動（日韓連帯連絡会
議）など市民運動を実践した1)。
→「全共闘世代」に影響を受けつつも、その「負の遺産」の継承を拒
否し、権威主義を排した、より大衆的で自治的な社会運動と仕事・
生き方（ジャーナリスト・出版人）を模索したのではないか。
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大切なのは、達成への道筋や手段が異なっていても、その違いを認め、少し
の違いを批判（非難）しないことである。私はそれを有機的感性と呼びたい。
･･･しかし、日本の有機農業関係者はそれがえてして苦手だった。･･･
協調と妥協は異なる。自己主張と他者への過剰攻撃はもっと異なる。敵をつく

って内輪だけで固まるのではなく、仲間を拡げていきたい２) 。

第１は、言葉や文章だけで過激にならないことだ。できるだけ普通の表現で、
わかりやすく語るとともに、無意味に敵をつくらないようにした。
第２は、所属している組織やグループを極力､分裂させないようにすることだ｡

いろんな考えの人たちがいて当然であり、大きな部分では同じ方向を目指してい
るのだから。もっとも、これはなかなかうまくいかない。・・・
第３は、尖った発想や人物を大切にしつつ、各組織や地域で少しずつ周囲に働

きかけている人の意見や立場をふまえることだ。その結果として、たくさん
の人を仲間にしていきたい３)

。

そのことは、大江の絶筆の中で、以下のように鮮明に示さ
れている（高松修・明峰哲夫両氏＝「２人の師匠」とのつきあいを通しての経験）。
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Ⅳ．大江の問題意識－２（岩波新書「地域」２部作）

１．『地域の力－食・農・まちづくり』（岩波新書,2008年）

（１）構成
①開かれた地域自治のネットワーク（島根県雲南市木次町）
②商店街は誰のものか（兵庫県相生市・三重県四日市・東京都足立区）
③これがほんまの福祉です（徳島県上勝町）
④地産地消と学校給食（愛媛県今治市）
⑤北の大地に吹く新しい農の風（北海道標津町ほか）
⑥四万十源流発、進化する林業の現場から（高知県檮原町ほか）
⑦公共交通はやさしい（富山県富山市・高岡市）
⑧市民皆農のすすめ（東京都練馬区・神奈川県横浜市）

（２）特徴
農業（①・④・⑤・⑧）を中心にしながらも、葉っぱビジネスによる高
齢者福祉（③）、林業（⑥）、商店街（②）、地方公共交通（⑦）まで
幅広い領域をフォローしながら「元気な地域」がどうつくられてきたの
か、その立役者はどういう人で、どのような取組みだったのか、取
組みの社会的有用性は何か、今後の可能性と展望は・・までが詳細
にまとめられている。
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【食べ方、そのあり方】
世界中から食べ物とエサを買い漁るライフスタイルから、自然と風土に根ざし

た食生活へ切り替えよう。その方が健康にいいし、美味しい。
【日本における畜産とは】
多様な生きものが共存する牧場で、人間が食べられない国産のエサを食べて健

康に育つウシや豚。そのおいしい肉を適量、食べる。それが日本人にとっての肉
食のあり方ではないか。
【商店街と地域】
かつて商店主や町工場の経営者に見られた･･･いま暮らす地域への強い愛着と、

目先の、そして自分の売上げのみにとらわれない姿勢である･･･特別な知識や資金
がなくても、人と町を愛する人間の熱意と、それを支える人材や仕組みが存在す
れば、地域は元気になる。
【公共交通の重要性】
公共交通の場合、社会的費用を考慮せずに、運賃収入のみで黒字・赤字を判断

するのは誤りだ。･･･独立採算制の呪縛から逃れるべきなのである。
【コモンズとしての都市農業】
人が豊かになる地域とは、人と人との関係性と自然が豊かで、生業が根づいて

いるところだ。･･･大規模な産業型農業ではない生活型の有機的な農業（と）･･･
そうした農業が営まれる農地は、･･･私有財産であると同時に、体験農園の利用者
の、さらには地域で彼らを応援する市民の、共有財産（コモンズ）でもある。･･･
人びとを相次ぐ食にかかわる深刻な問題やいのちの危機から救う橋頭堡と
言ってもいいだろう ４) 。
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２．『地域に希望あり－まち・人・仕事をつくる』（岩波新書
2015年）

（１）構成
①移住が増えてきた「消滅市町村」第１位の村(群馬県南牧村）
②山村に希望あり（島根県邑南町・旧弥栄村・旧柿木村）
③自然エネルギーが地域を開く（福島県会津地方、岐阜県石徹白地区）
④漁業者とNGOの協働で地域を結い直す（宮城県旧北上町､福島県相馬市）
⑤地域再生の柱としての商店街（香川県高松市、宮城県丸森町大張地区）
⑥NPOが創り出す、ゆうきの里（福島県旧東和町）
⑦有機農業と地場産業の連携による地域資源循環型経済の再生（埼玉県
小川町）

（２）特徴
前書の流れを踏まえつつ、ポスト311の中で、原発に頼らない自然エネル

ギー（③）、震災からの漁業・地域再建（④）、放射能被害の中で有機農
業による地域再生（⑥）のほか、有機農業の町として知られる埼玉県小川町
の詳細な調査を踏まえた報告（⑦）などにより、前書以上に困難となった
状況からの地域再生のあり方をより深く考究している。
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【有機農業の意義と位置】
有機農業の意義は非常に大きい。農薬や化学肥料の使用が21世紀最大の課題である地

球環境の保全に逆行することは、誰の目にも明らかだ。･･･有機農業は、単に農薬や化学
肥料を使用しない特殊な農法ではない。身近な資源を有効に活用し、資材の外部への依
存を減らしている。そして、作物の生きる力を引き出し、健康な食べものを生産し、人
間と自然・生き物・土の間に有機的な関係を創り出す営みだ。したがって、よく言われ
るような「もう一つの農業」ではない。人類が長年にわたって当たり前に行ってきた「
本来の農業」である。

【地域を持続可能たらしめる「家業」】
本来の商業は、「短期的にもうけることを目的とする「事業」ではなく、お金の面で

も人間関係の面でも持続的に続くことを目的とする「家業」･･･であった。この「家業」
を担うのは、家業や親族だけでなくてよい。商業であれ、農業であれ、創業以来の精神
を新たなスタイルも含めて引き継いでいく人びとが担う「継業」であり、「地域業」で
はないだろうか。

【漁業は漁師のもとに。そして新規参入はオープンに】
漁師による出資や農民主体とは異なる株式会社が目先の利益追求だけで参入し、儲か

らなければ出ていくという構図は、漁業にも農業にも共通している。･･･外部資本の株式
会社が漁業権を取得すれば、持続可能な漁業は守れない。沿岸の区画漁業権・共同漁業
権は漁民に属さなければならない。同時に、新規参入を志す人びとにはオープンである
べきだ。

【幅広い連携で有機農業の地域波及を】
（埼玉県小川町の有機農業を支える企業“OKUTA”に関連して）市民運動では、ともす

れば「企業は敵」と考えがちだが、社会問題の解決を目的とし、環境保全や公正に配慮
する社会的企業も少しずつ増えてきた。そうした企業と農業者グループの、比較的近距
離･･･の結びつきの拡大は、地域循環型経済を広げていくための一つの重要な要素であ
る

５)
。
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『有機農業のチカラ－コロナ時代を生きる知恵』(コモンズ
2020年）

※大江の直近10年間にわたる論考をまとめた絶筆であり、事実上生涯
最後の著作＝大江の遺言である。

（１）構成
①有機農業的感性と田園回帰（日本における有機農業～田園回帰）
②食・農・地域を守る思想（都市と農業に接点を創る、有機農業が創り
出した地域循環型経済）

③学校給食と有機農業と地域づくり（千葉県いすみ市／韓国ソウル市）
④地域に広がる有機農業（島根県／埼玉県）
⑤田園回帰と有機農業（若い新規参入者／脱成長と田園回帰／有機農業）
⑥東日本大震災から考える（福島県：放射能に克つ農の営み／内発的復
興と地域の力）

⑦協同組合と都市農業（本来の農を育てる協同組合に／新たな都市農業）
⑧自治体職員・首長へのメッセージ
⑨２人の師匠に学ぶ(高松修・明峰哲夫、そして「ぼくの活動」）

Ⅴ．大江の問題意識－３ チカラを持つ有機農業



14

（２）特徴
1)新型コロナ禍が突きつけた事態を前にして「持続可能な社会と農業へ
の転換と食の食料自給率拡大が不可欠であり」「その際、環境を破壊
せずいのちを大切にし、地域を元気にする有機農業が問題を解決する
道であることを強く主張すべき」と思ったこと、また「自らの闘病」
が本書編集の動機だとしている。
2)これまでの様に広い領域をカバーしながら地域の諸活動に関する論考
が展開されているが、ここでは特に有機農業を地域に拡げる取組みに
着目し、特に学校給食の重要性を強調しているほか（②・③・④）、
田園回帰＝若者のＩターン移住（①・⑤）、都市農業（②）などのほ
か、「本来の協同組合」や自治体に対し、有機農業による地域づくり
により積極的に関与するよう期待をし奮起を促していること（⑦・⑧）
が特徴である。
3)さらに、「放射能に克つ農の営み」として福島県東和町の実践の紹介
にスペースを割きながら、原発事故による反省もなく旧態依存のまま
の経済成長幻想にとらわれる政権の政策を糾し、内発的発展への転換
を強調している。
4)「エピローグ」では、「師匠」高松・明峰ら「たまごの会」分裂問
題を通して、今後の有機農業運動は「差異を強調せず、仲間をつく
り地域に広げることを大事にしてほしい」と結んでいる。
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【新規参入、ふだんぎの有機農業】
（新規参入者の中には）実質的には農薬や化学肥料をほとんど使っていない小規
模兼業農家の女性や高齢者は多い。･･･地域の有機資源の有効活用である。彼ら
・彼女らも（相川陽一いうところの「ふだんぎの有機農業」）も有機農業の担い
手として位置づけてよいのではないだろうか。･･･重視すべきは、ますます強まる
田園回帰の流れと有機農業にきわめて親和性があるということだ。
【都市農業解体論への対峙】
ぼくはそれ（大前研一ら都市農業解体論）に激しく腹を立て、ジャーナリスト

や研究者を著者に『東京に農地があってなぜ悪い』という本を1991年に創ったが
、まったく売れなかった。･･･大半の日本人は、大都市に農地はいらないと思って
いたのである。･･･それからわずか十数年で世論は大きく変わる。いまでは、都市
農業は、直売所、学校給食、体験学習、防災、癒やしなどさまざま面から高く評
価されている。
【食品産業と地域農業】
食品産業は本来、地域の農業が元気であってこそ成立する。そのためには、農

業の再生産が成り立つ価格で買い入れなければならない。･･･安全性を重視すれ
ば、手間暇ががかる分だけ、より高くなる。だが地域で原材料が循環すれば、小
規模な市場が新たに形成されていく。そのためには、一般消費者への農の価値を
伝えるための市民教育も必要とされている。
【「本来の農協」へ－真の農協改革を】
いまこそ、農協は変わらねばならない。いつもは自分たちの利益ばかり主

張して、地球と地域の環境を大切にする本来の農業を広げようとせず、TPP
のような問題が起きた時だけ一緒に反対してほしいと言っても、多くの人びとの
共感は得られない。
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【「放射能に克つ」福島の有機農業】
･･･80％の人が福島の農産物を買わないことを非難しようとは思わない。放射能

がきわめて危険なのは自明だし、ごく微量でも影響があることも間違いない事実
だからである。･･･ただし、福島の米や野菜がすべて危険であるというのは誤りだ。
･･･ある程度の農業者との付き合いや農への思いがあれば、一年間でよくここまで
減らしてきたと判断するのではないだろうか。･･･想定したよりはるかに少ない農
産物の汚染ですんでいるのは、生産者の丁寧な土づくりや、通常より深く耕すな
どの地道な農作業による成果なのである。
【市民農と農業者の協働で新たな地平へ】
耕す市民＝市民農と農業者の協働が新たな地域を創る原動力になり、原子力発電と
化石燃料に依存した工業優先の高度経済成長社会を、自然エネルギーをベースに
した第一次産業を重視する本来の持続可能な社会へ変えていくのである。
【内発的発展こそ地域・農山村の取るべき道】
内発的発展・復興の場は、決して閉じられた世界ではない。地域の力を発揮し、

魅力ある地域づくりが進んでいるところは必ず、農山村と都市との交流が盛んだ
し、外部主体による支援、Ｉターン者（よそ者）の熱心な活動がある。世代を超
えた出会いとつながりの深化が見られる。･･･企業誘致、リゾート開発、原発誘致
･･･。外発的な農山村開発はすべて破綻した。･･･ぼくは決して「失われた20年」
とは思わない。自然環境や人と人とのつながりが失われたのは事実であろうが･･･。
次の20年で、「農山村は内発的にしか発展しない」ことが各地で実証されてい
くだろう６) 。
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Ⅵ．大江に対する報告者の想い（追悼集原稿
７)
から）

１．コモンズから出版した３冊の本
1)反原発／共著（池澤夏樹・坂本龍一ほか著）『脱原発社会を創る30人の提
言』(2011年７月）
2)農協（協同組合・非営利協同組織）／高橋編著『地域を支える農協－協同
のセーフティネットを創る』（2017年12月）
3)有機農業／共著（澤登早苗・小松﨑将一編著／日本有機農業学会監修）
『有機農業大全－持続可能な農の技術と思想』（2019年12月）

２．大江とのやりとり
1)①311直後、大江から、福島県三春町での「滝桜花見交流会（PARCほか主

催）」が呼びかけられ参加。
②現地農民ら支援に精力的に動いていた大江の姿を懐かしく想い出す。こ
の場で「高橋さんにも書いて貰うから」と著書企画が打ち明けられた。

③執筆の際には、大江から多々注文。「原発現地／都市の“引き裂かれた
関係”をいう視点は凄くいい。そこに力点を置き、書き直して」。

④原発のその後／残念ながら、原発現地と「都市」だけでなく、被害者同
士でも「引き裂かれた関係」が再生産された。
→農も人類も「放射能に克つ」ことができないのは、大江も分かってい
たのではないか【報告者の疑問】。

☆原発と地域のことは、大江ともっと議論しておきたかった。残念でならない☆
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2)①大江のアンテナは高く鋭い。
→『文化連情報』＝農協系統でも厚生・福祉関係者しか読まない専門誌拙稿
の反「農協改革」論に注目をいただく。

②「この論文のような『農協改革』を系統的に批判する本を出そう」という
勧誘に乗る。

③しかし、報告者だけでなく各著者への注文は細部・多方面に渡り、時には
ぶつかりあいも。

④だが、「『農協改革』＝新自由主義的協同組合潰しに抗し“本来の農協”
を取り戻してほしい」という想いと願いは完全に共通。
→致命的な対立は全くなかった。

⑤アカデミアからの賞を授与いただけたのは、大江の適切なハンドリングの
賜物。心から感謝したい。

3)①大江が心血を注いだ、日本有機農業学会20周年記念の大著。
②報告者は、本書執筆のため、大江らと名古屋・大阪地区などの有機農産物
量販店の現場を訪問調査。

③大江のセッティングした現場は、目を見開かされるもので、この調査なく
して執筆は不可能。大江の情報網には心底感服した。
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Ⅶ．むすび

１．改めて注目すべき11の「大江指標（仮称）」８)

「ぼくは、安倍政権が時代遅れのＧＮＰ至上主義に陥っているいまこそ、豊かさ
の指標づくりが重要だと考えている。それは決して「もう一つの社会」をめざす
試みではない。自然と共生して生きてきた本来の社会を新たな知見や技の元に発
展させる試みである。」

「①ＮＧＯ・ＮＰＯの数の多さ－私益ではなく共益の追求
②エネルギー消費量の少なさと自然エネルギー比率の高さ
③女性の経済活動参加率の高さ
④職種の多さ（特定企業に雇用される人びとの比率の低さ
⑤頼りにできる知人や制度の多さ－依存し合わない自立は単なる孤独
⑥移動における公共交通・自転車利用の高さ
⑦人口におけるＩターン・Ｕターン者率の高さ－同質な社会ほどもろい
⑧資源の内部循環率の高さ
⑨全国展開のスーパーやコンビニでの購買金額の少なさと地域金融機関（信用
金庫・信用組合・ＮＰＯバンク）への預金率の高さ－資金の地域循環

⑩施設ではなく地域で暮らす障がい者や高齢者の比率の高さ
⑪家庭菜園・市民農園などで食べものを作る人びとの多さ－自給の喜びと
脱市場経済。」



食・農・環境破壊などの諸問題や、格差拡大・国際的緊張の拡がり、
さらに、新型コロナ渦など危機的な国際状況を考えれば、環境を守り、
『人類が長年にわたって当たり前に行ってきた「本来の農業」』である有機農
業（大江の言）」を軸に、幅広い共同・協同と協働によって、地域を内発的に
発展させていく必要がある。
つまり、競争ではなく、他者・他国と協同し有限な資源を平和的に分か
ちあい、持続的な労働と地域社会・経済をつくる【共生】に向けた努力
こそが課題となっている。

大江の仕事は、まさにこの課題に対応する、早くから時代を先取りする
先駆的なものであった。我々は、大江がジャーナリストとして、編集者・出版
人として多くの人びとに影響を与え、広く後進を育てた多大な功績を、
改めて確認しなくてはならない。

我々は、特に、大江が過去の運動の弱点を総括しつつ発した、
「たくさんの人を仲間にしていきたい」

という最後の言葉を噛みしめながら、大江の仕事を発展させる責務が
ある。

20

２．大江の「遺産」と我々の課題
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３．報告者からの惜別の辞

報告者にとって大江は、まさしく

『地域と農・食の明日を語る「同志」』９) であった。

大江とともに本をつくれない喪失感はあまりに大きく、
研究でも実践でも、大江ほど頼れる人物は、今以て想定でき
ない。

しかし、大江から教えを受けた我々は、大江の遺志を継い
でいくしかないし、遺した仕事を発展させていかなくて
はならない。

何とかそれに応えていきたいと、決意を新たにしている。



【注・引用資料】

１）大江正章（2020）p.238。

２）大江正章（2020）p.26。

３）大江正章（2020）p.249。

４）大江正章（2008）pp.26,108,154,195,ほか。

５）大江正章（2015）pp.117,118,174,216,236,ほか。

６）大江正章（2020）pp.19,37,166-167,169,177,179,186,199,ほか。

７）高橋巌（2021）「『地域と農・食の明日を語る同志』大江正章さん

へ」大江正章追悼集原稿（未定稿、印刷中）。

８）大江正章（2015）pp.243-244。

９）高橋巌（2017）「あとがき」p.299。
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Ｔhank you for listening.
(Fukushima Prefecture Kitakata city Kumakura area: while wishing for the 
reconstruction of affected areas such as Fukushima Prefecture as soon as 
possible)
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